
０５０８５ ３月１９日 曇 稍重 （１８中山２）第８日 第１競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１０時００分 （ダート・右）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０９．１
１：０９．１

不良

不良

４７ セイリングシップ 牝３栗 ５４ 四位 洋文 �キャロットファーム 小島 太 早来 ノーザンファーム ４４２－ ６１：１３．３ １．６�

５９ � バクシンキータ 牝３鹿 ５４ 高山 太郎酒井 秀男氏 佐藤 全弘 三石 パシフイツク
牧場 ４３２－ ８ 〃 ハナ ５４．１�

３５ ロウゼットライン 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義谷 雄史氏 藤原 辰雄 静内 出羽牧場 ４５８＋ ２１：１３．５１� ４６．８�
８１５ シャーディーページ 牝３鹿 ５４

５２ △津村 明秀杉山 美惠氏 古賀 史生 三石 明治牧場 ４４２＋ ４１：１３．６� １２２．１�
２３ � アンジェトワール 牝３栗 ５４ 幸 英明飯田 良枝氏 久保田貴士 静内 千代田牧場 ４２２－ ４ 〃 クビ １０．２�
７１３� プリティオクパシオ 牝３鹿 ５４ M．デムーロ横瀬 兼二氏 岩戸 孝樹 千歳 社台ファーム ４２８－ ８１：１４．０２� ５．５�

（伊）

８１４� カズサカグヤヒメ 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣	有恒 小林 常泰 静内 佐竹 学 ４８２－ ２１：１４．１クビ ４５．１

６１０�� トーセンピュア 牝３黒鹿５４ 江田 照男島川 �哉氏 堀井 雅広 静内 へいはた牧場 ４２２＋ ２１：１４．２� ４１２．０�
１１ � ホクセイダリア 牝３黒鹿５４ 戸崎 圭太宮川 純造氏 中島 敏文 静内 カタオカフアーム ４３４－ ２１：１４．３� ４１９．８

（大井）

２２ カザバナジョウ 牝３栗 ５４ 穂苅 寿彦河内 孝夫氏 和田 正道 新冠 ムラカミファーム ４８４＋ ４１：１４．６１� ５３．４�
７１２ エールスタンス 牝３黒鹿５４ 後藤 浩輝吉田 照哉氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ４２８－ ６１：１４．７� ２９．０�
６１１� メジロアダージョ 牝３鹿 ５４ 松岡 正海�メジロ牧場 相沢 郁 洞爺 メジロ牧場 ４６８－ ４１：１５．１２� ６８．９�
３４ � テンジンハナマツリ 牝３栗 ５４ 藤田 伸二	テンジン 大江原 哲 新冠 小泉牧場 ４３８－ ２１：１６．２７ ５．８�
５８ � バトルトローネ 牝３鹿 ５４

５１ ▲吉田 隼人宮川 秋信氏 佐藤 吉勝 浦河 白老ファーム ４１０＋１４１：１６．３クビ ４５９．６�
４６ � ル ナ リ ア 牝３鹿 ５４ 小野 次郎 	ローレルレーシング 柴田 政人 新冠 川島牧場 ４６０－ ６１：１６．８３ ２６３．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １９，７１１，０００円 複勝： ２５，５０９，８００円 枠連： ２６，２３７，８００円

普通馬連： ８５，８５５，０００円 馬単： ９７，２２１，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，９１０，９００円

３連複： １１７，１６９，４００円 ３連単： 発売なし 計： ３９７，６１５，１００円

払 戻 金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � ４４０円 � ６２０円 枠 連（４－５） ２，３６０円

普通馬連 �� ２，１５０円 馬 単 �� ２，８３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９００円 �� １，０５０円 �� ７，１４０円

３ 連 複 ��� １５，９００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １９７１１０ 的中 � １０３５２９（１番人気）
複勝票数 計 ２５５０９８ 的中 � １０９２１４（１番人気）� ９８９０（６番人気）� ６７２３（７番人気）
枠連票数 計 ２６２３７８ 的中 （４－５） ８２２７（８番人気）
普通馬連票数 計 ８５８５５０ 的中 �� ２９５３９（７番人気）
馬単票数 計 ９７２２１２ 的中 �� ２５４３７（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５９１０９ 的中 �� ７３４４（８番人気）�� ６２２６（１０番人気）�� ８５２（４４番人気）
３連複票数 計１１７１６９４ 的中 ��� ５４４１（４１番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．５―１１．３―１２．２―１３．２―１３．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．７―３４．０―４６．２―５９．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．６―３F３９．３
３ ・（４，１３，１５）７（３，５，１１）９－（２，１０）１４＝（１，６，８，１２） ４ ・（４，１３，１５）（５，７）（３，９）１１（２，１０）１４－（１，１２）（６，８）

勝馬の
紹 介

セイリングシップ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Trempolino デビュー ２００５．１０．９ 東京８着

２００３．５．６生 牝３栗 母 ティッパートゥー 母母 Mitsubishi Vision ３戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※トーセンピュア号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



０５０８６ ３月１９日 曇 稍重 （１８中山２）第８日 第２競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時３０分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４８．４

重

重

２２ アサクサゼットキ 牡３鹿 ５６ 菊沢 隆徳田原源一郎氏 河野 通文 千歳 社台ファーム ５１４± ０１：５５．７ １．９�

３５ ミックベンハー 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二 �イースターサンデー 中野 栄治 浦河 山春牧場 ４８０＋ ４１：５６．６５ ７．８�
６１０ ショウナンアガトス 牡３鹿 ５６ 吉田 豊国本 哲秀氏 大久保洋吉 浦河 桑田牧場 B４８２－ ４１：５７．０２� ３５．７�
６１１� ラズベリータイム 牝３青鹿５４ 戸崎 圭太サウスニア� 勢司 和浩 平取 坂東牧場 ４５０ ―１：５７．５３ １１１．０�

（大井）

５８ � ビービーファング 牡３鹿 ５６ 小野 次郎�坂東牧場 柴田 政人 平取 高橋 啓 ４６０＋ ２１：５７．６� １７．３�
１１ � セ ラ ピ ー 牡３栗 ５６ M．デムーロ丸岡 啓一氏 石栗 龍彦 門別 ナカノファーム ４７２＋ ４ 〃 クビ ４．０	

（伊）

３４ ディスパーロ 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム B５００± ０１：５７．９１� ５．２

８１５ テンクウワンダー 牡３鹿 ５６

５４ △津村 明秀�大山商事 田村 康仁 浦河 小島牧場 ４３０－１６ 〃 ハナ ９３．９�
４７ � アリマプラウド 牡３鹿 ５６

５３ ▲的場 勇人有馬 博文氏 加藤 和宏 門別 長谷川 一男 ４６４＋ ８１：５８．２２ ３４．６�
７１２� ミウラフェニックス 牡３黒鹿５６ 大庭 和弥佐藤 明氏 佐々木亜良 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４４２－ ２１：５８．５１� ６２７．４
８１４� ヒシカツテイオー �３鹿 ５６ 伊藤 直人阿部 雅英氏 小林 常泰 早来 田口 廣 ４２６－ ４１：５９．１３� ３７８．７�
７１３� オリオンザピラテス 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲田中 博康日浦 桂子氏 斎藤 宏 新冠 川上牧場 ４８０ ―２：００．４８ ３０８．２�
５９ � ビューティジュン 牝３栗 ５４ 郷原 洋司蛭川 正文氏 沢 峰次 新冠 �原 光子 ４６２－ ２２：００．８２� ８７４．０�
４６ �� セレナドリーム 牡３青鹿５６ 柴田 善臣島川 利子氏 菅原 泰夫 三石 田中 春美 ４７０－ ８２：００．９クビ ２５２．１�

（１４頭）
２３ エドノマドリード 牡３芦 ５６ 後藤 浩輝遠藤 喜松氏 高橋 義博 浦河 小柳牧場 B５０８－ ２ （競走除外）

売 得 金

単勝： ２２，２９３，２００円 複勝： ２３，１５６，５００円 枠連： ３２，２４５，８００円

普通馬連： ８７，９３１，６００円 馬単： ８９，０６７，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，１５５，３００円

３連複： １００，９４８，４００円 ３連単： 発売なし 計： ３７８，７９８，６００円

払 戻 金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １２０円 � １９０円 � ４９０円 枠 連（２－３） ３５０円

普通馬連 �� ５９０円 馬 単 �� ９００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３００円 �� ８３０円 �� １，４７０円

３ 連 複 ��� ２，９６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 差引計 ２２２９３２（返還計 １７３１） 的中 � ９６４１２（１番人気）
複勝票数 差引計 ２３１５６５（返還計 ２９３０） 的中 � ７９３５０（１番人気）� ２８９６９（３番人気）� ７７７８（６番人気）
枠連票数 差引計 ３２２４５８（返還計 ３１４９） 的中 （２－３） ６９２１５（２番人気）
普通馬連票数 差引計 ８７９３１６（返還計 ２８６８１） 的中 �� １１１５５１（３番人気）
馬単票数 差引計 ８９０６７８（返還計 ３１８７１） 的中 �� ７３０７０（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ２３１５５３（返還計 １１２０１） 的中 �� ２２１５０（２番人気）�� ６５１８（９番人気）�� ３５１４（１６番人気）
３連複票数 差引計１００９４８４（返還計 ７９１８３） 的中 ��� ２５１９４（１０番人気）

ハロンタイム １２．８―１２．４―１３．６―１３．７―１２．９―１２．５―１２．７―１２．４―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２５．２―３８．８―５２．５―１：０５．４―１：１７．９―１：３０．６―１：４３．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．３―３F３７．８
１
３

・（２，５）（１，１０）（６，８，１５）（４，７，１２）１４－９，１１＝１３
２（５，１０）（１，１２，４）（８，１５）－（６，１４，７）１１，９＝１３

２
４

・（２，５）（１，１０）（６，８，１５，１２）（４，７）－１４，９，１１＝１３・（２，５）（１，１０）１２（８，１５，４）－（１４，７）１１，６，９＝１３
勝馬の
紹 介

アサクサゼットキ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００５．８．２８ 札幌２着

２００３．５．８生 牡３鹿 母 エアインセンス 母母 ブラウンアイボリー ４戦１勝 賞金 ９，８５０，０００円
〔競走除外〕 エドノマドリード号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。疾病〔頚部打撲傷〕を発症したため競走除外。発走時刻６分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 エドノマドリード号は，平成１８年３月２０日から平成１８年４月１８日まで出走停止。停止期間の満了後

に発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ビューティジュン号・セレナドリーム号は，平成１８年４月１９日まで平地競走に出走できない。
〔３走成績による出走制限〕 ビューティジュン号は，平成１８年４月１９日まで平地競走に出走できない。
※オリオンザピラテス号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



０５０８７ ３月１９日 曇 稍重 （１８中山２）第８日 第３競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１１時００分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０９．１
１：０９．１

不良

不良

７１３� フレッシュバニラ 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣渡辺喜八郎氏 松山 康久 米 Takashi
Watanabe ４６６－ ２１：１２．４ １．３�

２４ � シンボリプロキオン 牡３栗 ５６
５４ △津村 明秀シンボリ牧場 高橋 祥泰 門別 和田農林（有） ５００－ ４１：１３．８９ ２０．７�

３６ � セイカホルン 牡３栗 ５６ 池田 鉄平久米 誠氏 稲葉 隆一 浦河 永田 克之 ４１６－ ４１：１３．９クビ ２５８．８�
１１ ハッスルハッスル 牡３黒鹿５６ 田中 勝春井高 義光氏 菅原 泰夫 静内 井高牧場 ５１０＋ ４ 〃 クビ ３４．７�
５９ キタサンキャラバン 牡３鹿 ５６ 武士沢友治�大野商事 中野渡清一 門別 有限会社グッド

ラック・ファーム ４６８＋ ４１：１４．０クビ ５１．７�
２３ シノワールド 牝３鹿 ５４ 高山 太郎志野 昭夫氏 佐藤 全弘 静内 真歌田中牧場 ４６２－ ４ 〃 ハナ ６８．４�
７１４ ア ー チ ャ ン 牝３栗 ５４ 幸 英明牧畠 清久氏 鈴木 勝美 浦河 秋場牧場 ４３６－ ４ 〃 ハナ １８９．２	
１２ � エアサシカイア 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二 
ラッキーフィールド田村 康仁 浦河 鎌田 正嗣 ４６６ ― 〃 クビ １０．５�
８１５ ネヴァベーカリー 牡３鹿 ５６ 福永 祐一
ティーエイチ 伊藤 正徳 新冠 川上牧場 ４７０＋ ６１：１４．２１	 ８．８�
４８ サザンウインド 牡３鹿 ５６

５３ ▲吉田 隼人中村 昭博氏 堀井 雅広 静内 飛野牧場 ４９０± ０ 〃 アタマ ３９．０
８１６� ミスティアスガイ 牡３黒鹿５６ 郷原 洋司井上 修一氏 佐藤 全弘 門別 大矢牧場 ４４４－ ２１：１４．６２	 ４４２．０�
４７ デュークトーゴー 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹河合 克俊氏 小西 一男 新冠 北星村田牧場 ４８６ ―１：１５．０２	 １６７．３�
５１０� カンセイルーセント 牡３青鹿 ５６

５３ ▲田中 博康山田 春枝氏 佐々木亜良 新冠 蛯名牧場 ４５８± ０１：１５．１クビ ７１２．３�
６１２� ファストストリング 牡３鹿 ５６ 北村 宏司臼田 浩義氏 上原 博之 愛 Hiroyoshi

Usuda ４７８ ― 〃 アタマ ６４．８�
３５ ベルグジョアンナ 牝３栗 ５４

５１ ▲的場 勇人山田 俊一氏 山田 要一 青森 織笠 時男 ４９６ ―１：１５．２	 ４２６．４�
６１１ フサイチマジック 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝関口 房朗氏 国枝 栄 門別 下河辺牧場 ４３２ ―１：１５．３	 １８．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，０４９，３００円 複勝： １８，８４６，４００円 枠連： ３６，４７０，２００円

普通馬連： ８６，６５０，０００円 馬単： １０８，０６９，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，１１２，１００円

３連複： １１９，５０４，１００円 ３連単： 発売なし 計： ４１６，７０１，５００円

払 戻 金

単 勝 � １３０円 複 勝 � １１０円 � ２３０円 � １，３５０円 枠 連（２－７） ６１０円

普通馬連 �� ６９０円 馬 単 �� ７４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３２０円 �� １，６７０円 �� ６，７５０円

３ 連 複 ��� １４，０９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２３０４９３ 的中 � １５１１７２（１番人気）
複勝票数 計 １８８４６４ 的中 � ７８０１０（１番人気）� １７２２９（３番人気）� ２０１６（１１番人気）
枠連票数 計 ３６４７０２ 的中 （２－７） ４４１５１（４番人気）
普通馬連票数 計 ８６６５００ 的中 �� ９３４７９（３番人気）
馬単票数 計１０８０６９４ 的中 �� １０８０３３（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４１１２１ 的中 �� ２１６０５（２番人気）�� ３３４０（１８番人気）�� ７９４（４９番人気）
３連複票数 計１１９５０４１ 的中 ��� ６２６０（３８番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．８―１１．６―１２．６―１２．５―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．０―３４．６―４７．２―５９．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．４―３F３７．８
３ ・（１３，１４）（３，６，１５）１０（４，９）８，１６（２，１１）－１－（７，１２）－５ ４ ・（１３，１４）（３，６，１５）（９，１０）（４，１６）（８，１１）－２，１－（７，１２）－５

勝馬の
紹 介

�フレッシュバニラ �
�
父 Grand Slam �

�
母父 A.P. Indy デビュー ２００６．３．４ 中山２着

２００３．１．３１生 牝３鹿 母 Gal From Seattle 母母 Saddlers Gal ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔３走成績による出走制限〕 カンセイルーセント号は，平成１８年４月１９日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 ジェイケイチーフ号



０５０８８ ３月１９日 曇
（ 芝 ）稍重
（ダート）稍重（１８中山２）第８日 第４競走 ��２，８８０�サラブレッド系障害４歳以上

発走１１時３０分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，４歳５９�５歳以上６０�，牝馬２�減
本 賞 ８，５００，０００円 ３，４００，０００円 ２，１００，０００円 １，３００，０００円 ８５０，０００円� 基準タイム３：１１．４良・良

６９ サマードレス 牝４鹿 ５７ 鈴木 慶太�渡辺牧場 内藤 一雄 新冠 片倉 拓司 ４７０－１２３：１４．４ ３．８�

５８ �� コスモベルモット 牡６鹿 ６０ 蓑島 靖典岡田美佐子氏 高橋 裕 静内 友田牧場 ４９２＋ ２３：１５．８９ ９．２�
８１３� カゲトラオー 牡４栗 ５９ 山本 康志村木 隆氏 大江原 哲 静内 千代田牧場 ４５０± ０３：１６．０１� ３．２�
１１ 	 ポジションワン 牡６栗 ６０ 今村 康成前田 幸治氏 太宰 義人 米

Needham/Betz,
Hess, Elia &
Werner

５０４＋ ２３：１６．１クビ ３．８�
４５ � ラガールージュ 牡４鹿 ５９ 林 満明奥村 啓二氏 田所 清広 三石 山際牧場 ４７４＋ ２３：１６．５２� ８．１�
５７ � タイキロックオン 牡５鹿 ６０ 柴田 大知�大樹ファーム 清水 美波 大樹 大樹ファーム ４６４＋１０３：１８．３大差 ５３．２�
３３ �� ア ド メ ニ カ 牝５芦 ５８ 浜野谷憲尚 	グリーンファーム 武藤 善則 平取 清水牧場 ４４８± ０３：１９．６８ １０．７

３４ � フォレストダンス 牡４栗 ５９ 仲田 雅興丸岡 啓一氏 鈴木 勝美 新冠 ムラカミファーム ４５４＋２２３：２０．９８ ５１．０�
６１０� マイネルヴェンティ 牡５芦 ６０

５７ ▲水出 大介 	サラブレッドクラブ
・ラフィアン 矢野 進 静内 コスモビューファーム ５２０＋ ６３：２１．５３� １０３．２�

７１１� トウショウフラッグ 牡４鹿 ５９ 伊藤 直人トウショウ産業	 阿部 新生 静内 トウショウ産業株式
会社トウショウ牧場 ４７０＋ ４３：２３．３大差 １６６．３

４６ ソルジャーシチー 牡４鹿 ５９ 沢 昭典 	友駿ホースクラブ 笹倉 武久 門別 富川田中牧場 ４６８－ ４３：２３．７２� １９９．８�
２２ � ゴールドデビルマン 牡４黒鹿５９ 金子 光希 	ゴールドレーシング 秋山 雅一 門別 豊郷牧場 ４９０＋ ８３：２４．３３� ６４．０�
７１２�� バトルウインロード 牡９黒鹿６０ 穂苅 寿彦宮川 秋信氏 山田 要一 浦河 多田 善弘 ４５０－ ６３：２５．３６ ２４０．４�
８１４� ユウターアクティブ 
４鹿 ５９ 宇田登志夫上山 利広氏 南田美知雄 浦河 江島牧場 ４５８－ ６３：２８．４大差 ９０．６�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １５，４６３，９００円 複勝： １３，６４８，８００円 枠連： ２４，２８９，７００円

普通馬連： ６８，９６７，９００円 馬単： ６７，６９９，４００円 ワイド【拡大馬連】： １６，１９８，６００円

３連複： ９４，０００，４００円 ３連単： 発売なし 計： ３００，２６８，７００円

払 戻 金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １６０円 � ２２０円 � １４０円 枠 連（５－６） １，２８０円

普通馬連 �� １，５７０円 馬 単 �� ３，０１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５００円 �� ３４０円 �� ４６０円

３ 連 複 ��� １，４４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １５４６３９ 的中 � ３２６３４（３番人気）
複勝票数 計 １３６４８８ 的中 � ２２４６４（３番人気）� １３５３２（５番人気）� ３２３１０（１番人気）
枠連票数 計 ２４２８９７ 的中 （５－６） １４０７５（６番人気）
普通馬連票数 計 ６８９６７９ 的中 �� ３２４４４（８番人気）
馬単票数 計 ６７６９９４ 的中 �� １６６１６（１５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６１９８６ 的中 �� ７７２０（７番人気）�� １２４９９（２番人気）�� ８５７９（５番人気）
３連複票数 計 ９４０００４ 的中 ��� ４８３０４（２番人気）

上り １マイル １：４９．５ ４F ５３．４－３F ４０．２
コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→�→�→�」
１
�
９－３，１－（５，１３）－１２，８，６－４－７－１０－（２，１１）＝１４
９，１－３－（１３，８）５＝７＝１２（６，４）－１０＝１１＝２＝１４

�
�
９（１，３）－（５，１３）－（８，１２）－６－（７，４）＝１０－１１，２＝１４
９－１－（１３，８）－３－５－７＝（６，４）１０－１２－１１＝２＝１４

勝馬の
紹 介

サマードレス �
�
父 タイキブリザード �

�
母父 セントシーザー デビュー ２００５．４．２ 中山９着

２００２．４．１９生 牝４鹿 母 アサヒチャウス 母母 ヒ メ ア サ ヒ 障害：２戦１勝 賞金 １０，６００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１０頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１０頭 エイユーキャサリン号・オンワードワンダー号・オースチンボンド号・カフェレインボー号・サクラティガー号・

シゲルドントコイ号・ブレーブティック号・マイネルホライズン号・ヤクモラヴ号・ライブインザムーン号



０５０８９ ３月１９日 晴 稍重 （１８中山２）第８日 第５競走 ��
��２，２００�サラブレッド系３歳

発走１２時２０分 （芝・右・外）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

２：１０．１
２：１０．１

良

良

５１０�� マイネルスバル 牡３鹿 ５６ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 斎藤 宏 静内 高橋 修 ４４０－ ６２：１７．８ ４．３�

６１２ アドバンテージ 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝 �ノースヒルズマネ
ジメント 萩原 清 三石 土居 忠吉 ４７４－２２ 〃 アタマ １２．０�

４７ �� スマートエンブレム 牡３栗 ５６ M．デムーロ大川 徹氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム ４８４± ０２：１７．９� ３．８�
（伊）

２３ �� トーセンクルーズ 牡３鹿 ５６ 木幡 初広島川 �哉氏 佐々木亜良 浦河 上山牧場 ４６０－ ４２：１８．０クビ ５．７�
３６ シルクスピリット 牡３栗 ５６ 武士沢友治有限会社シルク中野渡清一 門別 ヤナガワ牧場 ４８６－ ８２：１８．４２	 ９．６	
３５ 
 ロットバルト 牡３栗 ５６ 幸 英明櫻井 盛夫氏 久保田貴士 愛 Saud Bin

Saad ４４８－ ４２：１８．７１� ２０２．６


７１４� タカトラベンサー 牡３鹿 ５６ 吉田 豊高橋 勉氏 佐藤 吉勝 静内 矢野牧場 ４７６－１０ 〃 クビ ５３．５�
（４１４７）

７１３ チャンピオンリング 牡３鹿 ５６ 田中 剛吉田 照哉氏 秋山 雅一 千歳 社台ファーム ４７０＋ ２２：１８．９１ ２０６．６�
１２ � マイネルオルペウス 牡３芦 ５６ 勝浦 正樹 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中川 公成 新冠 セントラルスタツド B４５０－ ４２：１９．３２	 ５７．７
２４ �� ガ ブ �３鹿 ５６ 大庭 和弥海谷 幸司氏 高橋 義博 静内 石川 栄一 ４５６－ ２２：１９．５１� １７７．３�
４８ � ヒカルダイチ 牡３栗 ５６ 柴田 善臣�橋 京子氏 栗田 博憲 新冠 守矢牧場 ４５４＋ ４２：１９．６クビ １９．３�
８１６ スマートサイクロン 牡３鹿 ５６ 田中 勝春大川 徹氏 田村 康仁 門別 野島牧場 ５０４ ―２：１９．７� ７１．４�
１１ ダイナミック 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二吉橋 計氏 高橋 裕 静内 城市 公 ４７８－ ４２：１９．８	 ２９．８�
８１５ マチカネミノリ 牡３栗 ５６ 横山 典弘細川 益男氏 藤沢 和雄 門別 下河辺牧場 ５１８ ―２：２０．６５ ４．２�
５９ � パ シ ス タ 牡３栗 ５６ 四位 洋文 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 戸田 博文 新冠 守矢牧場 B４６８－ ２２：２１．４５ ７６．７�
６１１ ムーンカンターラ 牡３栗 ５６ 北村 宏司市川 義美氏 谷原 義明 浦河 三嶋牧場 ５１４－１４２：２３．８大差 ４４８．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，６２１，１００円 複勝： ２９，０３８，０００円 枠連： ２９，４４４，８００円

普通馬連： １０２，５７８，８００円 馬単： ９１，２８２，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，０２９，７００円

３連複： １２１，３２２，８００円 ３連単： 発売なし 計： ４２１，３１８，１００円

払 戻 金

単 勝 � ４３０円 複 勝 � １６０円 � ２９０円 � １５０円 枠 連（５－６） ２，９３０円

普通馬連 �� ２，７４０円 馬 単 �� ４，３３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８９０円 �� ３３０円 �� ８２０円

３ 連 複 ��� ３，３３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２１６２１１ 的中 � ３９６３３（３番人気）
複勝票数 計 ２９０３８０ 的中 � ５２７７３（２番人気）� ２０４５９（６番人気）� ５８６２３（１番人気）
枠連票数 計 ２９４４４８ 的中 （５－６） ７４３８（１３番人気）
普通馬連票数 計１０２５７８８ 的中 �� ２７６６３（１２番人気）
馬単票数 計 ９１２８２９ 的中 �� １５５８３（１８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６０２９７ 的中 �� ６８３６（１２番人気）�� ２１７９３（２番人気）�� ７４１２（１０番人気）
３連複票数 計１２１３２２８ 的中 ��� ２６９５９（９番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．７―１２．５―１２．８―１２．６―１２．５―１２．３―１２．３―１２．５―１２．５―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．８―２４．５―３７．０―４９．８―１：０２．４―１：１４．９―１：２７．２―１：３９．５―１：５２．０―２：０４．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．６―３F３８．３
１
３
３（１，１６）（６，１３）（４，１２，１５）（７，１０）２（８，１１）１４，５，９
３（１，１６）（４，６，１２，１３）（２，７，１０）－（１５，９）（５，８）１４－１１

２
４
３－１（４，６，１６）１３，１２（２，７，１５）１０，８，１１（５，１４）９
３－（１，１６，１２）（４，６，１０）７（２，１３）（５，１５，８）９，１４＝１１

勝馬の
紹 介

�
�
マイネルスバル �

�
父 アドマイヤベガ �

�
母父 タマモクロス デビュー ２００５．１１．１２ 東京９着

２００３．２．２０生 牡３鹿 母 ケイエフペガサス 母母 フミノスキー ５戦１勝 賞金 ８，３００，０００円
〔制裁〕 スマートサイクロン号の騎手田中勝春は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。
〔その他〕 スマートサイクロン号は，最後の直線コースで内側に逃避したことについて調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ムーンカンターラ号は，平成１８年４月１９日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 マーカッシン号
（非抽選馬） ２頭 マイネルプリメーロ号・ヤマニンアルチザン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



０５０９０ ３月１９日 晴 稍重 （１８中山２）第８日 第６競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１２時５０分 （ダート・右）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４８．４

重

重

１２ スズノマグマ 牡３黒鹿５６ M．デムーロ小紫 芳夫氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４９４ ―１：５８．１ ２．９�
（伊）

７１４� コスモメルベーユ 牝３鹿 ５２ 松岡 正海岡田美佐子氏 萩原 清 豪 Pitt Place
Pty Ltd ５０４ ―１：５８．４１� ２０．１�

５１０� サ ン ゴ 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝中村 政勝氏 池上 昌弘 静内 畠山牧場 ４６２ ―１：５８．８２	 １３．３�
７１３ レインボーデザイア 牝３黒鹿５４ 木幡 初広�イーデン産業 宗像 義忠 門別 千葉飯田牧場 ４８６ ―１：５９．２２	 ２１．８�
８１５� グラッドリー 牝３鹿 ５４

５２ △津村 明秀 �ローレルレーシング 鈴木 伸尋 新冠 ハクツ牧場 ４８２ ―１：５９．３	 ５．１�
１１ � ダイワローンスター 牡３鹿 ５６ 北村 宏司大城 敬三氏 増沢 末夫 千歳 社台ファーム B４８８ ―２：００．４７ ４．０	
３６ � ヒヤクゼンシン 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義神山 幸男氏 勢司 和浩 門別 藤本ファーム ５０４ ―２：００．６� ８９．２

６１２ セレサボニータ 牝３栗 ５４ 高山 太郎�槇本牧場 佐藤 全弘 門別 槇本牧場 ４５０ ―２：０２．２１０ ２２５．４�
６１１ ヒーローオブタイム 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二 �高木競走馬育成牧場 田村 康仁 浦河 帰山 清貴 ４９０ ― 〃 ハナ ６．３�
３５ ミュージックハート 牡３鹿 ５６ 大西 直宏�ダイリン 佐々木亜良 静内 今 牧場 ４７４ ―２：０２．３	 １１８．５
２４ � ビショップガーデン 牡３鹿 ５６ 小野 次郎サウスニア� 高市 圭二 愛 Western

Bloodstock ５０６ ―２：０２．６２ ４３．２�
２３ 
 マイネルブラスター 牡３栃栗５６ 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 オリエント牧場 ５０４ ―２：０３．８７ ６３．１�
４８ グルーヴィンハイ 牡３栗 ５６ 田中 勝春 �社台レースホース小島 茂之 千歳 社台ファーム ５１２ ―２：０５．０７ １８．３�
５９ バトルソウルフル 牡３鹿 ５６ 戸崎 圭太宮川 秋信氏 山田 要一 浦河 多田 善弘 ４７８ ―２：０５．４２	 １２７．１�

（大井）

４７ スズシンボル 牡３栗 ５６ 吉田 豊小紫 芳夫氏 高橋 裕 浦河 金石牧場 ５１８ ―２：０８．２大差 ８５．５�

（１５頭）
８１６ ヒストリーボーイ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲吉田 隼人�グランド牧場 土田 稔 三石 元茂 義一 ― ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １７，５８７，０００円 複勝： １７，８４５，４００円 枠連： ３６，６６２，３００円

普通馬連： ８０，１６３，５００円 馬単： ７３，７２５，１００円 ワイド【拡大馬連】： １９，２９２，８００円

３連複： ９５，９８４，３００円 ３連単： 発売なし 計： ３４１，２６０，４００円

払 戻 金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １７０円 � ５００円 � ４３０円 枠 連（１－７） ７５０円

普通馬連 �� ２，４３０円 馬 単 �� ３，４１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０４０円 �� ８８０円 �� ２，３９０円

３ 連 複 ��� １０，２１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １７５８７０ 的中 � ４８６２１（１番人気）
複勝票数 計 １７８４５４ 的中 � ３６４６０（２番人気）� ７９２４（８番人気）� ９６９０（６番人気）
枠連票数 計 ３６６６２３ 的中 （１－７） ３６２１０（４番人気）
普通馬連票数 計 ８０１６３５ 的中 �� ２４４０２（７番人気）
馬単票数 計 ７３７２５１ 的中 �� １５９７０（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９２９２８ 的中 �� ４６２６（９番人気）�� ５５８１（７番人気）�� １９２６（２６番人気）
３連複票数 計 ９５９８４３ 的中 ��� ６９４０（３２番人気）

ハロンタイム １３．０―１２．４―１３．５―１３．９―１３．０―１３．０―１３．２―１３．１―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２５．４―３８．９―５２．８―１：０５．８―１：１８．８―１：３２．０―１：４５．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．３―３F３９．３
１
３

・（１３，１１）１４，１０，１５（２，８）９（１，１２）－（７，６）（３，５）４・（１３，１１，１４）（１０，２，１５）（１，１２，６）＝５－９，４－３＝８＝７
２
４

・（１３，１１）１４，１０，１５，２－（９，１，８，１２）＝６－５（３，４）＝７・（１３，１１，１４）（１０，２，１５）（１，６）－１２＝５＝４－９－３＝８＝７
勝馬の
紹 介

スズノマグマ �
�
父 エルコンドルパサー �

�
母父 Bob Back 初出走

２００３．４．２５生 牡３黒鹿 母 レ ン Ⅱ 母母 In The Rigging １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔出走取消〕 ヒストリーボーイ号は，疾病〔左肩跛行〕のため出走取消。
〔その他〕 スズシンボル号は，１コーナーから２コーナーにかけて前進気勢を欠いたことについて調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グルーヴィンハイ号・バトルソウルフル号・スズシンボル号は，平成１８年４月１９日まで平地競

走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 オリオンザピラテス号・コスモボス号・サクラプレミアム号・ネゴシエーション号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



０５０９１ ３月１９日 晴 良 （１８中山２）第８日 第７競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１３時２０分 （芝・右・外）

５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３１．５
１：３１．５

良

良

７１４� セトウチアポロン 牡３栗 ５６ 藤田 伸二高橋 勉氏 堀 宣行 白老 白老ファーム ４９８＋ ４１：３４．９ ５．４�
（７７１０）

１１ � ジェイウォーク 牡３黒鹿５６ 吉田 豊 �社台レースホース大久保洋吉 千歳 社台ファーム ５２４＋ ８ 〃 アタマ ７．８�
３５ マチカネゲンジ 牡３黒鹿５６ 北村 宏司細川 益男氏 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム ４７８－ ２１：３５．０クビ １．７�
７１３� マイネジャーダ 牝３黒鹿５４ 四位 洋文 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 阿部 新生 白老 白老ファーム B４６８－ ４１：３５．３２ １８．３�
４８ �� チェリームーン 牝３芦 ５４ 木幡 初広大木比古一氏 佐々木 仁 新冠 川上 悦夫 ４５８－ ６ 〃 ハナ ５４．２�

（川崎）

２３ 	 ラ ム グ レ ス 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介水上 行雄氏 清水 利章 浦河 笠松牧場 ４４８－ ２１：３５．８３ ２４７．８	
５９ � シュトラウス 牡３黒鹿５６ 横山 典弘�瀬 真尚氏 勢司 和浩 早来 ノーザンファーム ４２４＋ ４１：３６．０１
 １２．２

１２ � ミルククラウン 牝３栗 ５４ M．デムーロ吉田 千津氏 加藤 征弘 米 Robert

Schaedle ４８８± ０ 〃 ハナ ５４．８�
（伊）

４７ � ジ ラ ソ ー レ 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹田中 晴夫氏 笹倉 武久 新冠 パカパカ
ファーム ４４０＋ ２１：３６．２１ １２４．６�

５１０� グリーンジュエリー 牝３芦 ５４
５２ △津村 明秀青木 基秀氏 鈴木 伸尋 米 Motohide

Aoki ４２０－ ４１：３６．３� １７０．１
２４ � アラメダキング 牡３栗 ５６ 柴田 善臣櫻井 盛夫氏 高橋 祥泰 米

Grade I Blood-
stock, Inc. &
Halcyon Farm

４５６＋ ４ 〃 ハナ １８４．５�
６１２ チェルケッティ 牝３鹿 ５４ 田中 勝春飯塚 知一氏 坂本 勝美 静内 へいはた牧場 ４５４－ ８１：３６．５１ ２２２．３�
６１１�� ダンツバクシンオー 牡３鹿 ５６ 小野 次郎山元 哲二氏 伊藤 伸一 新冠 競優牧場 ４９８± ０１：３７．１３ ２０８．５�
３６ � キ ラ ネ リ ス 牝３青 ５４ 戸崎 圭太�備前屋 松浦 備 静内 田中 裕之 ４４８＋ ２１：３８．１６ ４２２．５�

（大井） （大井）

８１５�� ミヤギノサクラ 牝３鹿 ５４ 江田 照男菅原 光博氏 笹倉 武久 静内 前谷 武志 ４６４－１２１：４０．４大差 ２４６．１�
８１６� フォルタレーザ 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝サウスニア� 国枝 栄 愛 Rockhart

Trading Ltd ５２０± ０ （競走中止） ７．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３２，９１５，１００円 複勝： ３５，１７７，８００円 枠連： ３９，１９１，４００円

普通馬連： １４３，９４４，４００円 馬単： １４０，９３１，８００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，３２６，４００円

３連複： １６０，５２９，５００円 ３連単： 発売なし 計： ５８５，０１６，４００円

払 戻 金

単 勝 � ５４０円 複 勝 � １４０円 � １８０円 � １１０円 枠 連（１－７） １，０００円

普通馬連 �� ２，３３０円 馬 単 �� ４，６５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５６０円 �� ２００円 �� ２８０円

３ 連 複 ��� ８７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３２９１５１ 的中 � ４８９０３（２番人気）
複勝票数 計 ３５１７７８ 的中 � ６１４７９（２番人気）� ３７６１２（３番人気）� １２８７８５（１番人気）
枠連票数 計 ３９１９１４ 的中 （１－７） ２９０５３（５番人気）
普通馬連票数 計１４３９４４４ 的中 �� ４５７１３（７番人気）
馬単票数 計１４０９３１８ 的中 �� ２２３９１（１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３２３２６４ 的中 �� １２０６２（６番人気）�� ４８１０７（１番人気）�� ２９０２６（２番人気）
３連複票数 計１６０５２９５ 的中 ��� １３７５７８（１番人気）

ハロンタイム １２．８―１０．７―１１．１―１１．６―１２．０―１２．０―１１．９―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．８―２３．５―３４．６―４６．２―５８．２―１：１０．２―１：２２．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．７―３F３６．７

３ １４，１１，１３－（５，８）（１，２）（３，１２）１０，７（６，４）－９＝１５
２
４
１４（１１，１３）（５，１２）（２，８）（３，６，１０）（１，７）４，９＝１５・（１４，１３）１１，５（１，８）３，２（１０，１２，７）－４－９－６＝１５

勝馬の
紹 介

�セトウチアポロン �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー ２００５．１０．２ 中山１着

２００３．３．１生 牡３栗 母 シャープウィッテッド 母母 Oh So Sharp ４戦２勝 賞金 １８，０２９，０００円
〔発走状況〕 ミヤギノサクラ号は，発進不良〔膠着〕。

フォルタレーザ号は，発進不良〔外側に逃避〕。
〔競走中止〕 フォルタレーザ号は，発走直後に急に外側に逃避し，騎手が落馬したため競走中止。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ミヤギノサクラ号は，平成１８年３月２０日から平成１８年４月９日まで出走停止。停止期間の満了後に

発走調教再審査。
フォルタレーザ号は，平成１８年３月２０日から平成１８年４月１８日まで出走停止。停止期間の満了後
に発走調教再審査。

〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミヤギノサクラ号は，平成１８年４月１９日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 スマートフレンズ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



０５０９２ ３月１９日 曇 稍重 （１８中山２）第８日 第８競走 ��
��１，８００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時５０分 （ダート・右）
４歳５００・５歳以上１，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減，１８．２．１８以降４歳
５００・５歳以上１，０００万円以下の条件以上の一般競走の１着馬は１�増，特別競走の１着
馬は２�増
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４８．４

重

重

４７ � シルクヒーロー 牡４鹿 ５８ 武士沢友治有限会社シルク西塚 安夫 新冠 ムラカミファーム ５２８± ０１：５４．２ ４．９�

８１４ ラヴサンシャイン 牡４黒鹿５７ 土谷 智紀鈴木 芳夫氏 佐々木亜良 三石 谷山 和喜 ５２６－ ４１：５４．４１� １１．５�
８１５ レ フ ォ ル マ 牡４青鹿５７ 藤田 伸二 �社台レースホース石毛 善彦 千歳 社台ファーム ５２４－ ２１：５４．５クビ ６．１�
５８ 	 ピッチサイドトーク 牡５鹿 ５７ 松岡 正海 �サンデーレーシング 手塚 貴久 池田 新田牧場 ４９０－ ６１：５５．２４ ３．４�
２３ トゥインクリング 牡５鹿 ５７ 横山 典弘山本 慎一氏 池上 昌弘 えりも えりも農場 ４７８－ ２ 〃 クビ ４．８�
６１０ マイネルピエール 牡５芦 ５７ 田中 勝春 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 成島 英春 三石 前川 正美 ４９６－ ６１：５５．３クビ ２７．２	
３５ 
� メテオグローリー 牡４栗 ５７ 北村 宏司サウスニア� 藤沢 和雄 愛

King Blood-
stock and R.
Scarborough

５４６＋２３１：５５．４� １２．３

７１２ プライズマネー 牡５黒鹿５７ 高橋 智大水上 行雄氏 戸田 博文 浦河 笠松牧場 B４９６－ ８１：５５．９３ ３３１．３�
１１ 
 フサイチウィード 牡４鹿 ５７ 福永 祐一関口 房朗氏 岩戸 孝樹 米 Mr. & Mrs. Char-

les McGinnes B４９６＋ ８１：５６．１１ ２７．６�
６１１�	 トーセンベルボーイ 牡４芦 ５７ M．デムーロ島川 哉氏 栗田 博憲 新冠 新冠橋本牧場 ４７２－ ２ 〃 アタマ １４．４�

（伊）

５９ ハセノダンディ 牡５栗 ５７ 江田 照男長谷川�一氏 大江原 哲 静内 野坂牧場 B４８４－１０１：５６．４１� ２９．５�
２２ ゼ ウ ス 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義神林 幸一氏 小西 一男 浦河 小島牧場 ４６２＋ ２１：５７．４６ ２３３．３�
４６ � マイティーナイト 牡４青鹿５７ 柴田 善臣 �社台レースホース高橋 祥泰 千歳 社台ファーム ５１６＋１６１：５７．５� ３２．０�
３４ 	 ラストパートナー 牝５鹿 ５５ 菊沢 隆徳吉田 昭一氏 加賀 武見 新冠 ハクツ牧場 ４７４± ０１：５８．４５ ３０４．３�
７１３ ベルスエルテ 牝４鹿 ５５ 木幡 初広曽根 秀廣氏 内藤 一雄 浦河 林農場 ４６４＋ ４２：０３．９大差 ４９２．０�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２９，８４２，０００円 複勝： ４３，７６６，５００円 枠連： ４１，９１５，７００円

普通馬連： １７６，６４２，３００円 馬単： １３３，４５５，１００円 ワイド【拡大馬連】： ４４，０６９，４００円

３連複： １８９，４９０，１００円 ３連単： 発売なし 計： ６５９，１８１，１００円

払 戻 金

単 勝 � ４９０円 複 勝 � １９０円 � ３３０円 � ２００円 枠 連（４－８） ７２０円

普通馬連 �� ２，５３０円 馬 単 �� ４，１３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８２０円 �� ５９０円 �� １，２９０円

３ 連 複 ��� ５，０００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２９８４２０ 的中 � ４８８１７（３番人気）
複勝票数 計 ４３７６６５ 的中 � ６８６１５（３番人気）� ３０３７４（６番人気）� ６３９７４（４番人気）
枠連票数 計 ４１９１５７ 的中 （４－８） ４３４８７（３番人気）
普通馬連票数 計１７６６４２３ 的中 �� ５１７３０（１０番人気）
馬単票数 計１３３４５５１ 的中 �� ２３９０４（１５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４４０６９４ 的中 �� １３２９０（８番人気）�� １９３６７（５番人気）�� ８１５４（１４番人気）
３連複票数 計１８９４９０１ 的中 ��� ２７９９７（１４番人気）

ハロンタイム １２．８―１２．０―１２．６―１２．５―１２．２―１２．４―１２．９―１３．１―１３．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．８―３７．４―４９．９―１：０２．１―１：１４．５―１：２７．４―１：４０．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．１―３F３９．７
１
３

・（１５，８，９）１（６，５）＝（４，１４）２，１０，３（７，１１）１２－１３・（１５，８，９）（１，６，５）－（３，１４，１０，１２）－（４，２）（７，１１）＝１３
２
４
１５（８，９）１（６，５）＝（４，１４）２－１０，３（７，１１）１２－１３
１５（８，９）（１，５，１４）（６，３，１０）（７，１２）－（２，１１）４＝１３

勝馬の
紹 介

�シルクヒーロー �
�
父 アジュディケーティング �

�
母父 Alydar

２００２．４．３０生 牡４鹿 母 ピアグレイス 母母 Worthy of Note ６戦２勝 賞金 １８，８００，０００円
初出走 JRA

〔その他〕 ベルスエルテ号は，競走中に疾病〔肺充血〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※ラストパートナー号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



０５０９３ ３月１９日 曇 稍重 （１８中山２）第８日 第９競走 ��
��１，２００�

は る か ぜ

春 風 賞
発走１４時２５分 （ダート・右）
４歳１，０００・５歳以上２，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減，１８．２．１８以降４歳
１，０００・５歳以上２，０００万円以下の条件以上の特別競走の１着馬は１�増

賞 品
本 賞 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ３７１，０００円 １０６，０００円 ５３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０９．１
１：０９．１

不良

不良

４８ フジマサミラクル 牡６鹿 ５７ 横山 典弘藤原 正一氏 奥平 雅士 静内 山岸 康 ５４０± ０１：１１．２ １２．３�

８１５ ケイアイハクスイ 牡４鹿 ５７ 藤田 伸二亀田 守弘氏 柴崎 勇 青森 佐々木牧場 ４８４－ ８ 〃 ハナ ９．６�
５９ � タイキコナン 牡５黒鹿５７ 四位 洋文�大樹ファーム 土田 稔 大樹 大樹ファーム ４８６－１０ 〃 ハナ ６．１�
２４ �� クリアエンデバー 牡６栗 ５７ 吉田 豊大原 詔宏氏 大久保洋吉 早来 ノーザンファーム ５３２＋ ６１：１１．９４ ４．０�
８１６ バ ー ズ ア イ 牡６黒鹿５７ 柴田 善臣 �サンデーレーシング 高橋 裕 早来 ノーザンファーム B５０８－ ４１：１２．０クビ ２．８�
７１３� ブルーチェイサー 牝５黒鹿５５ 小野 次郎篠木 俊二氏 菅原 泰夫 福島 篠木牧場 ４７０＋ ２１：１２．１	 ５７．８�
１１ マイネルクオリティ 牡７芦 ５７ 梶 晃啓 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 保田 一隆 静内 ビツグレツドフアーム ５０４－ ４ 〃 ハナ ４１７．８

４７ � コウジンアルス 牡４栗 ５７ 吉永 護加藤 興一氏 吉永 正人 静内 中田 浩美 ４７４＋ ２１：１２．５２	 ２９．５�
６１１ ダンシングホーク 牡７黒鹿５７ 柴田 未崎�サンコウ牧場 柴崎 勇 静内 サンコウ牧場 ５１０－ ８ 〃 ハナ ５２０．０�
３５ 
 キャンディッド 牡６鹿 ５７ 郷原 洋司山本 武司氏 田村 康仁 早来 ノーザンファーム ５２０－１０ 〃 アタマ ４４３．１
７１４ アルフィエーレ 牡４鹿 ５７ 松岡 正海伊達 秀和氏 相沢 郁 門別 サンシャイン

牧場 ４９０＋ ２１：１２．６クビ １４．１�
２３ � グランドホリデイ 牡６黒鹿５７ 木幡 初広金子真人ホール

ディングス	 二ノ宮敬宇 米 Mereworth
Farm ４８０－１６１：１２．９２ ７５．３�

６１２� リトルスポーツカー 牝４栗 ５５ 吉田 隼人藤田与志男氏 手塚 貴久 米 Flaxman
Holdings Ltd. ４４２－ ２ 〃 クビ ７．４�

３６ � エフテーコンコルド 牝４鹿 ５５ 池田 鉄平深野 茂雄氏 西塚 安夫 三石 沖田 忠幸 ５０８－１０１：１３．８５ ３３３．３�
５１０ スターエフェクト 牡５青鹿５７ 津村 明秀吉田 照哉氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４６２± ０ 〃 ハナ １０８．７�
１２ �
 マチカネバテレン �７芦 ５７ 田中 博康細川 益男氏 高橋 祥泰 米 Hermitage

Farm LLC ５１６－ ２１：１４．０１	 ２６２．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３３，４５５，５００円 複勝： ４６，９４８，２００円 枠連： ５１，５９５，４００円

普通馬連： ２２４，３１６，０００円 馬単： １５５，０９６，９００円 ワイド【拡大馬連】： ４６，３１３，７００円

３連複： １８１，１６０，０００円 ３連単： ４５７，１４０，３００円 計： １，１９６，０２６，０００円

払 戻 金

単 勝 � １，２３０円 複 勝 � ３９０円 � ３７０円 � ２９０円 枠 連（４－８） ８６０円

普通馬連 �� ７，６００円 馬 単 �� １４，９６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，０００円 �� １，３５０円 �� １，４２０円

３ 連 複 ��� ８，８３０円 ３ 連 単 ��� １０５，６３０円

票 数

単勝票数 計 ３３４５５５ 的中 � ２１４７４（６番人気）
複勝票数 計 ４６９４８２ 的中 � ３１３０５（６番人気）� ３３１４２（５番人気）� ４６２９９（３番人気）
枠連票数 計 ５１５９５４ 的中 （４－８） ４４４３１（４番人気）
普通馬連票数 計２２４３１６０ 的中 �� ２１８０２（２３番人気）
馬単票数 計１５５０９６９ 的中 �� ７６５５（４５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４６３１３７ 的中 �� ５６５３（２１番人気）�� ８５５３（１４番人気）�� ８０６６（１６番人気）
３連複票数 計１８１１６００ 的中 ��� １５１５１（２８番人気）
３連単票数 計４５７１４０３ 的中 ��� ３１９４（２６３番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．５―１０．９―１２．０―１２．３―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．６―３３．５―４５．５―５７．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．６―３F３７．７
３ ・（８，１６）１４（１２，１５）（１３，９）（２，３，７）（４，１１）（１，１０）（５，６） ４ ・（８，１６）（１４，１５）（１２，９）１３－３（４，７）１１（１，１０）－（２，５，６）

勝馬の
紹 介

フジマサミラクル �
�
父 アジュディケーティング �

�
母父 ノ ノ ア ル コ デビュー ２００２．９．７ 新潟７着

２０００．４．１０生 牡６鹿 母 スピーカーミラ 母母 リンドオウシヨウ ３８戦５勝 賞金 ７０，１７０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 アドマイヤベッカム号・ツタンカーメン号・トウショウヴォイス号



０５０９４ ３月１９日 曇 良 （１８中山２）第８日 第１０競走 ��
��１，６００�

こ ち

東風ステークス
発走１５時００分 （芝・右・外）
４歳以上；負担重量は，５５�，牝馬２�減，収得賞金４歳１，１００・５歳２，２００・６歳以上
３，３００万円超過馬は超過額１，４００万円毎１�増

賞 品
本 賞 ２４，０００，０００円 ９，６００，０００円 ６，０００，０００円 ３，６００，０００円 ２，４００，０００円
付 加 賞 ３２９，０００円 ９４，０００円 ４７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３１．５
１：３１．５

良

良

８１３ インセンティブガイ 牡５鹿 ５５ 横山 典弘齊藤四方司氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４６８＋ ４１：３３．６ ２．３�

７１２ キングストレイル 牡４黒鹿５６ 北村 宏司 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム ４９６－ ４１：３４．０２� ５．４�
３３ グレイトジャーニー 牡５黒鹿５７ 幸 英明 �ノースヒルズマネ

ジメント 池江 泰郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６４＋ ２１：３４．３２ ６．１�
２２ � アサクサキニナル 牡７鹿 ５５ 四位 洋文田原源一郎氏 松山 康久 米 Mr. & Mrs. T.

M. Foreman III ４９６± ０１：３４．６１	 １５．９�
４５ 
 キネティクス 牡７栗 ５６ 大西 直宏 �ノースヒルズマネ

ジメント 新川 恵 浦河 笹島 政信 ４６０－ ２１：３４．８１� ２２．９�
６１０� シルクトゥルーパー 牡４黒鹿５５ 松岡 正海有限会社シルク北出 成人 新冠 早田牧場新

冠支場 ４４８－ ４ 〃 クビ １２２．３�
６９ � ニシノシタン 牡６黒鹿５６ 吉田 豊西山 茂行氏 浅野洋一郎 鵡川 西山牧場 ５２２＋１４１：３４．９クビ １１．０	
５８ ロードマジェスティ 牡４栗 ５６ 田中 勝春 
ロードホースクラブ 山内 研二 三石 ケイアイフアーム ４９２± ０ 〃 ハナ ９．３�
７１１ モノポライザー 牡７鹿 ５５ 蛯名 正義 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４６８＋ ６ 〃 クビ ３８．５�
３４ ヒカルウイッシュ 牡４鹿 ５５ 藤田 伸二高橋 光氏 栗田 博憲 鵡川 宇南山牧場 ４７２－ ２１：３５．５３� １９．７
５７ � イヤダイヤダ 牡４鹿 ５５ 柴田 善臣小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 ４８４－ ４１：３５．８１	 １８．３�
８１４� マルターズホーク 牡９鹿 ５５ 藤岡 佑介藤田与志男氏 手塚 貴久 米 Bryan Boone ５０８＋ ２１：３５．９� ４７５．７�
１１ � ハッピートゥモロー 牡６青 ５５ 後藤 浩輝前田 幸治氏 安藤 正敏 米

Dr. Hiram Polk
& Dr. J. David
Richardson

４７２－ ２１：３６．１１ ６１．６�
４６ ゴッドオブチャンス 牡８鹿 ５７ 福永 祐一 �ノースヒルズマネ

ジメント 和田 正道 三石 三石川上牧場 ５４２＋ ２１：３６．２	 １１８．７�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ５３，４７９，６００円 複勝： ７１，２５０，４００円 枠連： ６０，９９８，９００円

普通馬連： ３６０，９１２，３００円 馬単： ２２９，６５６，３００円 ワイド【拡大馬連】： ７０，４０３，１００円

３連複： ２６６，７８３，４００円 ３連単： ６５４，１２３，６００円 計： １，７６７，６０７，６００円

払 戻 金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １２０円 � １５０円 � １７０円 枠 連（７－８） ５９０円

普通馬連 �� ７２０円 馬 単 �� １，１１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２８０円 �� ３２０円 �� ５８０円

３ 連 複 ��� １，２３０円 ３ 連 単 ��� ４，１６０円

票 数

単勝票数 計 ５３４７９６ 的中 � １８８１２７（１番人気）
複勝票数 計 ７１２５０４ 的中 � ２１４３３５（１番人気）� １１１０２８（２番人気）� ９３０５２（３番人気）
枠連票数 計 ６０９９８９ 的中 （７－８） ７６６３５（２番人気）
普通馬連票数 計３６０９１２３ 的中 �� ３７２８５２（１番人気）
馬単票数 計２２９６５６３ 的中 �� １５３０９９（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７０４０３１ 的中 �� ６８８２１（１番人気）�� ５６９１７（２番人気）�� ２７２６０（６番人気）
３連複票数 計２６６７８３４ 的中 ��� １６０５２５（１番人気）
３連単票数 計６５４１２３６ 的中 ��� １１６１００（１番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．０―１０．９―１１．４―１１．７―１２．１―１１．９―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．４―３４．３―４５．７―５７．４―１：０９．５―１：２１．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．９―３F３６．２

３ ９，１３－（６，１２）（７，１４）（５，４，３）２，１０（１，８，１１）
２
４
９（６，１３）（５，７，１２，１４）（３，４）（２，１０）８（１，１１）
９，１３，１２（６，１４，３）（７，４）（５，２）（８，１０）１１，１

勝馬の
紹 介

インセンティブガイ �
�
父 エンドスウィープ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００４．２．８ 京都１着

２００１．５．９生 牡５鹿 母 ブライダルスイート 母母 シルバードシルク ２０戦６勝 賞金 １３８，３６７，０００円



０５０９５ ３月１９日 曇 良 （１８中山２）第８日 第１１競走 ��
��１，８００�第５５回フジテレビ賞スプリングステークス（ＧⅡ）

発走１５時３５分 （皐月賞トライアル） （芝・右）

牡・牝，３歳；負担重量は，馬齢重量
フジテレビ賞（１着）

賞 品
本 賞 ５４，０００，０００円 ２２，０００，０００円 １４，０００，０００円 ８，１００，０００円 ５，４００，０００円
付 加 賞 １，２７４，０００円 ３６４，０００円 １８２，０００円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
きゅう務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：４４．９
１：４４．１

良

良

８１６ メイショウサムソン 牡３鹿 ５６ 石橋 守松本 好雄氏 瀬戸口 勉 浦河 林 孝輝 ５０８± ０１：４８．９ １４．５�

２３ � フサイチリシャール 牡３芦 ５６ 福永 祐一関口 房朗氏 松田 国英 早来 ノーザンファーム ４９０－ ２ 〃 クビ １．６�
５１０� ドリームパスポート 牡３青鹿５６ M．デムーロジョイ・レースホース� 松田 博資 白老 白老ファーム ４６４＋ ４ 〃 ハナ ５．５�

（伊）

３６ � タマモサポート 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介タマモ� 藤岡 健一 新冠 対馬 正 ４７０－ ２１：４９．４３ １３３．５�
５９ � ニシノアンサー 牡３栗 ５６ 横山 典弘西山 茂行氏 奥平 真治 鵡川 西山牧場 ４７８－ ４１：４９．５� ５０．５�
６１２ エフセイコー 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣竹國 弘氏 鈴木 康弘 早来 ノーザンファーム ４９８－１０１：４９．７１� ２２．４�
４８ 	 アポロノサトリ 牡３芦 ５６ 吉田 隼人菅原 太陽氏 堀井 雅広 米 Robert Low &

Lawana Low ４４２＋ ２ 〃 ハナ １１６．６	
８１５�
 モエレソーブラッズ 牡３青鹿５６ 小野 次郎中村 和夫氏 小島 太 白老 白老ファーム ４９０± ０１：４９．８クビ ２３５．０

１１ � ファイングレイン 牡３黒鹿５６ 四位 洋文 �社台レースホース長浜 博之 千歳 社台ファーム ４８６－１４１：５０．０１� ５９．３�
７１３� トーホウアラン 牡３栗 ５６ 藤田 伸二東豊物産� 藤原 英昭 三石 前川 正美 ４７２－１２ 〃 ハナ ８．１
４７ � ダイアモンドヘッド 牡３鹿 ５６ 幸 英明前田 幸治氏 池江 泰寿 新冠 パカパカ

ファーム ４９８＋ ２１：５０．１� １９．０�
３５ ナイトレセプション 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝 �サンデーレーシング 後藤 由之 早来 ノーザンファーム ４５４－ ４１：５０．３１ ２６．２�
１２ � ヤマタケゴールデン 牡３栗 ５６ 池田 鉄平山中 和子氏 畠山 重則 静内 静内酒井牧場 ４９６＋ ４１：５０．４� ２４４．３�
２４ � セキサンフジ 牡３青 ５６ 蛯名 正義�関澤産業 坂口 正則 浦河 笹島 政信 ４９８± ０１：５０．７１� １３４．６�
６１１� トウショウシロッコ 牡３黒鹿５６ 吉田 豊トウショウ産業� 大久保洋吉 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４６４－ ４１：５１．０１� ５７．７�
７１４	 トーヨーエーピー 牡３芦 ５６ 田中 勝春�トーヨークラブ 成島 英春 米

David Houchin, Mrs. J.
G. Jones Sr. & Eleanor
Drake Rose Trust

４９２－ ２１：５２．０６ １０８．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４３，９４２，９００円 複勝： １８８，８１３，８００円 枠連： １７８，２１２，１００円

普通馬連： １，１０８，２７５，３００円 馬単： ８３１，４７５，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２３５，５５３，９００円

３連複： ９０５，０１１，９００円 ３連単： ２，３８１，１６７，９００円 計： ５，９７２，４５３，１００円

払 戻 金

単 勝 � １，４５０円 複 勝 � １９０円 � １００円 � １４０円 枠 連（２－８） ６７０円

普通馬連 �� ６７０円 馬 単 �� ２，９７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２６０円 �� ５４０円 �� １８０円

３ 連 複 ��� ７６０円 ３ 連 単 ��� ８，３９０円

票 数

単勝票数 計１４３９４２９ 的中 � ７８７１５（４番人気）
複勝票数 計１８８８１３８ 的中 � １６８４９７（３番人気）� ７８１８６１（１番人気）� ３０４２９１（２番人気）
枠連票数 計１７８２１２１ 的中 （２－８） １９８０４９（３番人気）
普通馬連票数 計１１０８２７５３ 的中 �� １２３２４５１（２番人気）
馬単票数 計８３１４７５３ 的中 �� ２０７２３９（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計２３５５５３９ 的中 �� ２２５１６２（２番人気）�� ８８２１１（６番人気）�� ３９４２８３（１番人気）
３連複票数 計９０５０１１９ 的中 ��� ８８６６８２（１番人気）
３連単票数 計２３８１１６７９ 的中 ��� ２０９４９５（１６番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．９―１２．０―１１．８―１１．６―１２．２―１２．１―１２．０―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２４．９―３６．９―４８．７―１：００．３―１：１２．５―１：２４．６―１：３６．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．６―３F３６．４
１
３
９，１５（３，１６）（１２，１４）７（８，１３）（２，６）（１，５）１０（４，１１）
９（１５，１６）（３，１２）（７，１４）（８，１３）（２，５）（６，１０）（１，４，１１）

２
４
９，１５（３，１６）１２（７，８，１４）（２，１３）６，５，１（４，１０）１１・（９，１５，１６）（３，１２）（７，８，１４，１３）（６，１０，２，５）（１，４，１１）

勝馬の
紹 介

メイショウサムソン �
�
父 オペラハウス �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー ２００５．７．３１ 小倉２着

２００３．３．７生 牡３鹿 母 マイヴィヴィアン 母母 ウイルプリンセス ９戦４勝 賞金 １２９，５３６，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 アマノトレンディー号
（非抽選馬） １頭 ダイワバゼラード号
※一般事項Ⅴ－２の（４）によりメイショウサムソン号・フサイチリシャール号・ドリームパスポート号は，皐月賞（GⅠ）競走に優先出走でき
る。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



０５０９６ ３月１９日 曇 良 （１８中山２）第８日 第１２競走 ��１，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１６時１５分 （芝・右）

牝，４歳１，０００・５歳以上２，０００万円以下；負担重量は，５５�，１８．２．１８以降４歳１，０００・５
歳以上２，０００万円以下の条件以上の一般競走の１着馬は１�増，特別競走の１着馬は
２�増
本 賞 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４４．９
１：４４．１

良

良

３３ � コアレスパティオ 牝５鹿 ５５ 勝浦 正樹小林 昌志氏 成島 英春 平取 清水牧場 ４５６－ ４１：５０．９ １２．３�

４５ サイレントアスク 牝５栗 ５５ 横山 典弘�ティーエイチ 伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４７４－ ２ 〃 ハナ ２．５�
４４ プリモスター 牝５鹿 ５５ 藤田 伸二�グランド牧場 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 ４８２－ ４１：５１．１１� ４．６�
２２ ヒカルドウキセイ 牝５鹿 ５５ 田中 勝春�橋 京子氏 栗田 博憲 早来 ノーザンファーム ４４０＋ ２１：５１．２� ８．６�
６９ ヤマニントゥドロワ 牝５芦 ５５ 後藤 浩輝土井 肇氏 鈴木 康弘 浦河 廣田 伉助 ４０８－ ６１：５１．４１� ２０．１�
８１３� メジロベネット 牝７鹿 ５５ 高橋 智大�メジロ牧場 大久保洋吉 伊達 メジロ牧場 ４５０± ０１：５１．６１� ２５．２	
８１２ ヤマニンアロンディ 牝４栗 ５５ 藤岡 佑介土井 肇氏 清水 利章 浦河 廣田 伉助 ４４０± ０ 〃 クビ ５７．５

５７ エピストラー 牝５鹿 ５５ 福永 祐一渡邊 隆氏 二ノ宮敬宇 新冠 隆栄牧場 ４２４－ ６１：５１．８１ ５５．７�
６８ ラブリネスオブパリ 牝４芦 ５５ M．デムーロ吉田 和子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４８０－ ６１：５２．０１� ５．７�

（伊）

７１１� オンワードミシェル 牝６鹿 ５５ 松岡 正海�オンワード牧場 本郷 一彦 浦河 オンワード牧場 ４７４－ ２１：５２．２１� １０６．５
７１０ ブリュメール 牝６鹿 ５５

５３ △津村 明秀岡田 牧雄氏 �田 研二 静内 岡田スタツド ４８０＋１４１：５２．４１� ２８２．０�
１１ � トウカイエデン 牝７鹿 ５５

５２ ▲吉田 隼人内村 正則氏 成島 英春 門別 碧雲牧場 B４２４－ ８ 〃 ハナ ２３９．９�
５６ � アドマイヤダンサー 牝５青鹿５５ 蛯名 正義近藤 利一氏 小島 太 早来 ノーザンファーム B４６８－ ２１：５２．５� ７．７�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ４０，５４１，８００円 複勝： ５０，１２２，１００円 枠連： ７１，１７８，２００円

普通馬連： ２８１，５９２，３００円 馬単： １９０，７７２，６００円 ワイド【拡大馬連】： ５４，９５７，１００円

３連複： ２０８，５０９，１００円 ３連単： ５５４，５５５，７００円 計： １，４５２，２２８，９００円

払 戻 金

単 勝 � １，２３０円 複 勝 � ２６０円 � １３０円 � １５０円 枠 連（３－４） １，０１０円

普通馬連 �� １，３８０円 馬 単 �� ３，４１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５４０円 �� ７８０円 �� ２３０円

３ 連 複 ��� １，６７０円 ３ 連 単 ��� １１，０６０円

票 数

単勝票数 計 ４０５４１８ 的中 � ２５９９６（６番人気）
複勝票数 計 ５０１２２１ 的中 � ３７３０５（６番人気）� １３０３０４（１番人気）� ９００７６（２番人気）
枠連票数 計 ７１１７８２ 的中 （３－４） ５２３６９（５番人気）
普通馬連票数 計２８１５９２３ 的中 �� １５０６８１（５番人気）
馬単票数 計１９０７７２６ 的中 �� ４１２９８（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５４９５７１ 的中 �� ２３２６５（６番人気）�� １５５１８（１１番人気）�� ７１０６５（１番人気）
３連複票数 計２０８５０９１ 的中 ��� ９２５２８（４番人気）
３連単票数 計５５４５５５７ 的中 ��� ３７０１０（３１番人気）

ハロンタイム １３．３―１２．３―１２．７―１２．１―１１．７―１２．３―１２．３―１１．９―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．３―２５．６―３８．３―５０．４―１：０２．１―１：１４．４―１：２６．７―１：３８．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．８―３F３６．５
１
３
８（４，５）（７，６）（３，９）１１（２，１０）（１２，１３）１
８（４，５，６）９（７，３，１１）（２，１３）（１，１２，１０）

２
４
８（４，５）６，７，９，３，１１，２（１０，１３）（１，１２）・（８，５）６（４，９）（７，３）（２，１１，１３）（１２，１０）１

勝馬の
紹 介

�コアレスパティオ �
�
父 トウカイテイオー �

�
母父 トウシヨウイレブン デビュー ２００４．２．２９ 中山１着

２００１．４．１１生 牝５鹿 母 ラブリーコアレス 母母 カイソクミクロ １５戦５勝 賞金 ５３，０４２，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



（１８中山２）第８日 ３月１９日（日曜日） 曇一時晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １８０頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
父内国産馬奨励賞
市場取引馬奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
き ゅ う 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
き ゅ う 務 員 手 当

２９２，４２０，０００円
３３，７５０，０００円
２，０１０，０００円
６７０，０００円
２，８２０，０００円
３０，７３０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６４，６２８，０００円
５，６２６，８００円
１，８１８，０００円

勝馬投票券売得金
４５３，９０２，４００円
５６４，１２３，７００円
６２８，４４２，３００円
２，８０７，８２９，４００円
２，２０８，４５３，８００円
６１８，３２３，０００円
２，５６０，４１３，４００円
４，０４６，９８７，５００円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 １３，８８８，４７５，５００円

総入場人員 ３４，９１７名 （有料入場人員 ３３，０６２名）



平成１８年度 第２回中山競馬 総計

競走回数 ９６回 出走延頭数 １，４２９頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
父内国産馬奨励賞
市場取引馬奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
き ゅ う 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
き ゅ う 務 員 手 当

２，０２０，８４０，０００円
２５，６１０，０００円
１４６，３７０，０００円
１４，２４０，０００円
６，２２０，０００円
１６，２８０，０００円
２１０，４９０，０００円
８７０，０００円
８７０，０００円

５１８，１３０，０００円
４１，８６７，６００円
１４，４３２，９００円

勝馬投票券売得金
３，３６１，８４５，５００円
４，０９６，３３７，２００円
４，８４５，７８１，３００円
２０，１７１，８３６，６００円
１５，７７４，３４６，３００円
４，３９６，７３３，５００円
１８，３６４，６４６，９００円
２６，３７５，９７０，７００円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 ９７，３８７，４９８，０００円

総入場延人員 ２４５，２４７名 （有料入場延人員 ２３２，５７８名）




